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平成３０年度 有田町教育委員会の事務管理及び執行状況に関する点検・評価の方針について 

 

１ 趣旨 

（１） 有田町教育委員会は、有田町の教育基本方針に基づく具体的施策や重点事業等の実施状況について点検及び評価を行い、

課題や今後の改善方策を明らかにするとともに効率的かつ効果的な教育行政の推進を図る。 

 

（２） 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することにより、町民に対して説明し、

信頼される教育行政の推進に努める。 

 

２ 実施方法 

（１）教育基本法に基づく、具体的な施策や重点事業等を対象として点検及び評価を実施する。 

（２）点検及び評価については、施策及び事業の総括を行うとともに、課題や改善策等を明確にする。 

（３）点検及び評価については、毎年１回実施する。 

（４）点検及び評価については、学識経験者の意見を聴取したうえで教育委員会がまとめる。 

（５）点検及び評価に関する報告書を作成し、町議会に提出するとともに町民に公表する。 

 

点検・評価の構成 

点検・評価項目 

１ 教育委員会の活動状況の点検・評価 

  今年度の活動について自己点検・自己評価を行い、今後の課題と対応策をまとめる。 

２ 教育委員会事務局の活動状況の点検・評価 

  具体的施策や事業等の今年度の取り組み内容の点検及び課題の整理を行い、 

 自己点検・自己評価を行う。 

 



地域

学校

町・教育委員会

（2018年度 ～ 2021年度）有田町教育大綱
＜基本理念＞

家庭

　「世界に誇れるまち　有田」をつくり、地域を支え、豊かな伝統・文化を継承していく
のは「人」である。夢や志を持って、がんばっ ていける環境をつくり、社会に役立つ人
間づくりに取り組む。

つなぐ



○「つなぐ」の意図 

１ 未来へつなぐ 

 子ども達の学びの連続性を重視し、「幼稚園・保育園と小学校」「小学校と小学校」
「小学校と中学校」「中学校と高校・大学」が連携を図り、今の学びが将来につながっ

ていくように、それぞれの立場でまた連携・協力のもと支援を充実していく。 

２ 互いが手をつなぎ好循環へつなぐ 

 学校、家庭、地域、町・教育委員会が時には、２者で３者で４者で互いに結びつき、
同じ方向性を４者が向くことにより一体感が生まれまた好循環が生まれ、それぞれが

元気になり活性化につながっていく。 

３ 有田の歴史と文化をつなぐ 

 歴史と伝統ある郷土を愛し、誰もが学びあい、知の循環型社会の形成を図る 



学校教育課 平成３０年度重点目標 

 

 

◆基本施策 末来を担う子どもたちの教育の充実 

 

１． 学力向上対策等の推進 

・授業力を高めるための職員研修の実施       ・朝の時間の有効活用と放課後学習体制を確立する 

・道徳教育の推進と小学校英語の教科化への対応   ・よりよい学習環境のための教室空調施設整備を行う 

・学習状況調査で全教科県平均より上回る 

 

２． 特別支援教育の充実 

 ・担任を積極的に研修会に参加させ専門的知識を身に着ける    ・特別支援員の増員を図る。 

・特別支援員研修を充実させる 

 

３． 不登校対策 

・「困り感」を持つ、児童生徒への適切な対応     ・適応指導教室指導員の活動支援 

 ・平成３０年度の不登校の児童生徒を１０名以下にする 

 

４． いじめ問題への対応 

 ・学校でのいじめ防止対策への指導・支援       ・重大事態での迅速な対応体制の確立 

 ・保護者・地域の取り組みを支援 

 

５． コミュニティスクールの推進 

 ・学校運営協議会の定例開催と実働支援組織の展開を行う    ・学校運営基本方針への反映 

 ・事業を展開し所期の目的の達成と継続 

 

６． 有田小学校改築（解体）事業の推進 

 ・旧校舎解体方針と解体実施設計書を完成させる        ・安全で、適正な解体工事を実施する 

           

 



生涯学習課 平成３０年度重点目標 

 

１ 生涯学習センター前駐車場整備完了 

 （１）契約工期内の完了を目指す 

 （２）駐車場整備と併せて屋外トイレの改修を行う 

 

２ 生涯教育につながる講座や教室の充実 

（１）スポーツの推進 

     小学校低学年を対象としたスポーツに親しむ機会をつくる 

（２）各種講座や教室の開設 

こどもと高齢者が触れ合いのできる機会をつくる 

 

３ 家庭教育の推進 

 （１）家庭教育の充実につながる講演会等を開催する 

 

４ 有田町放課後子ども総合プランの推進 

 （１）関係機関と連携して子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進充実させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文化財課 平成３０年度重点目標  

 

１．有田町歴史民俗資料館・有田陶磁美術館展示活動 

   予算額：有田町歴史民俗資料館企画展事業 446千円 

      ：「幕末・明治の万国博覧会」展 2,400千円（予定）    

：「明治のもてなし」展     2,690千円（予定）       

季節に合わせて、5月に「陶器市今昔」、8月に「戦争と有田」のテーマ展を実施する予定。また、本年度は、明治維新 150年事業と連携して 10

月〜11月に、資料館で「幕末・明治の万国博覧会」展（仮）を開催し、万国博覧会に出品して名声を得た明治の有田の歴史を紹介するとともに、美

術館では「明治のもてなし」展（仮）を開催し、海外に輸出された有田のコーヒーカップなどのテーブルウェアの展示を通じて、有田焼がヨーロッ

パの人々の暮らしの中でどのように使われ、現代の生活の中でおしゃれに使うことなども提案する予定。なお、有田異人館についても、「わが家の

明治・わが先祖」展（仮）の会場の一つとして使用する予定である。 

 

２．伝統的建造物等保存修理事業 予算額：27,354千円  

 有田内山伝統的建造物群保存地区は、平成３年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。保存修理事業は、保存地区内の文化財として指定

された建物など（伝統的建造物・環境物件）を保存計画に定める「修理基準」に基づき、建物の外観を有田内山の伝統的な様式・姿に復原している。

毎年、予算の範囲内で計画的に保存修理事業に取り組んでいる。 

 

３．有田のイチョウ関連事業 

   予算額：天然記念物再生事業 8,660千円 

      ：史跡等買上事業   1,204千円 

大公孫樹の適正管理及び安全対策として、平成 30 年度は国庫補助の天然記念物再生事業で現況調査やケーブリング等を実施する。合わせて、史

跡地の追加指定と買上を行うため、直下の池田家の移転を目指して、分筆測量や家屋・土地等の鑑定業務などを実施する予定。 

 

４.唐船城築城 800年記念事業 予算額：未定 

本年が唐船城築城 800年の節目の年に当たるため、昨年度実行委員会を立ち上げ、現在まちづくり課と共同で事務局として、記念事業を推進して

いる。また、実行委員会のもとに実働を担う３つの専門部会を設けており、文化財課は歴史再発見や文化継承事業を担当する第１部会の主管課とし

て、関連事業を実施していく予定である。 

 



 教育委員会の活動状況点検・評価 

評価結果（５：大変よくできている ４：よくできている ３：できている２：やや改善が必要 １：改善が必要） 

○教育委員会の会議の現状 

   項   目 評価 課題・対応策等 外部評価者の意見 

十分な議論を行える回数や時間を確

保しているか。 

３ 定例教育委員会は２時間の時間を設定している

が、論議の時間が十分ではない時がある。３０

分早めることを検討する。 

限られた時間内に終わらせることは、議論するものにと

って負担を軽減することになる。 

適宜議論できるように会議を開催し

ているか。 

 ３ 臨時の会議はあまり開催していないが、定例会

が終了した後に意見交換をしている。 

議論するテーマは、家庭や学校現場や地域にある。意識

を高く持って取り組んでほしい。 

委員が意思決定できるように十分な

情報を事務局が提供しているか。 

 ３ 時々委員から情報の提供を求められる時がある

ので、適切に情報を提供する必要がある。 

適宜、適切な情報を提供し、その情報をもとに子どもた

ちのためになる議論を期待する。 

委員が問題点を指摘し、積極的に発

言しているか。 

 ４ すべての委員が、問題意識を高く持ち、積極的

に意見を出している。 

学校教育はもちろんのこと生涯学習の体制化にむけてさ

らに力を注いでほしい。 

委員が有田町の教育方針について的

確に具現化しようと努めているか。 

 ４ 各委員は、具現化するためにはどうすればよい

かという高い意識を持っている。 

これからも各委員の取り組みに期待している。 

 

○教育委員会の会議以外の現状 

   項   目 評価 課題・対応策等 外部評価者の意見 

委員が幼児・児童・生徒及び教職員

と接する機会を持っているか。 

 ３ 学校行事等機会をとらえて教職員や子どもたち

と接するように努めている。 

教職員等からの情報収集にも取り組んでもらうことを期

待する。 

教育委員会活動について周知広報し

ているか、また情報収集に努めてい

るか。 

 ３ 他の市町や保護者等から情報を得るよう努力し

ている。 

情報は多いにこしたことはない。 

教育課題等についての情報や資料提

供をしたり、近隣の教育委員会や関

係機関との連携を図ったりしている

か。 

 ４ 今取り組むべき課題等について提案したりメー

ルで意見を出したりして共有して課題解決を行

なう姿勢がある。 

素晴らしいと思う。 

 



 教育委員会事務局の活動状況点検・評価 

 

１ 学校教育課 

事業名：学力向上対策等の推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・授業力を高めるための職

員研修の実施施     

・朝の時間の有効活用と放

課後学習体制を確立する 

・道徳教育の推進と小学校

英語の教科化への対応  

・よりよい学習環境のため

の教室空調施設整備を行う 

・学習状況調査で全教科県

平均より上回る 

・教職員研修や指導体制

が整いつつあり、学力向

上が図られつつある。 

・道徳教科化や小学校英

語教育に逸早く取組んで

成果が得られている。 

・全教室の空調設置に目

処がついた。 

・平均以上の学年が増加

している。 

 

 

３ 

 

・学力向上対策は、義務教

育の根幹である。 

・学力向上対策は、普遍の

責務であり、今後も新たな

教育方法も取り入れ、有益

な研究も実践しながら、あ

らゆる情報を共有して向

上させていくことが必要

である。 

・人づくりは町づくりであり、どんな手間隙かけても惜し

くはない。教育委員会がんばれ。 

・学びの連続性の重視は評価できるが、各学年で到達すべ

き成果のチェックを厳しく、場合によっては補習をしてで

も到達を求めることが、教員の指導力、管理職の学校経営

力の向上につながるのではないか。 

・学習環境を充実させていることに感謝する。 

・学力向上には家庭内のルールの確立が重要であり、その

ことにより、教職員の指導環境も向上するのではないだろ

うか。 

 

事業名：特別支援教育の充実 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・担任を積極的に研修会に

参加させ専門的知識を身に

着ける     

・特別支援員の増員を図る。 

・特別支援員の研修を充実

させる 

 

・担任は県教委で行われ

ている特別支援教育研修

に積極的に参加して研讃

に努めた。 

・支援員を年度中に 3名

増員し 19名体制にした。 

・町独自の支援員研修を

実施して資質の向上を図

った。 

 

 

４ 

・研修会を重ね、資質の向

上に努める。 

・的確な特別支援教育を実

践し、子どもたちの成長を

促してく。 

・義務教育期間を通して成

長を見守る体制づくりが

必要。 

 

・子どもの特性を理解し、子どもに徹底的に寄り添うのが

基本だし、教師の人間としての深さや大きさが求められて

いると思う。特別支援学級の担当は教師の原点を学ぶ機会

になると思う。 

・難しい職種だと思う。増員できたことは、子どもたちの

成長には欠かせないことだと思う。 



 

事業名：不登校対策 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・「困り感」を持つ、児童生

徒への適切な対応    

・適応指導教室指導員の活

動支援 

・平成３０年度の不登校の

児童生徒１０名以下 

・不登校児童は減少し今

年度は無かった。 

・不登校生徒は、両校と

も増加傾向は続いてい

る。新たな対応と体制づ

くりが必要である。 

 

 ４ 

・「困り感」を持つ児童、

生徒の増加に対応して、今

後も不登校対策の充実に

努めることが必要である。 

 

・複雑かつデリケートな不登校やいじめ対策に明確な答

えはない。ただ、迅速な対応、初期の対応こそが一番大

事だと思う。 

・登校しないことについて多様な見方が出ているのに対

応することも必要かもしれない。 

 

事業名：いじめ問題への対応 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・学校でのいじめ防止対策

への指導、支援 

・重大事態での迅速な対応

体制の確立 

・保護者・地域の取り組み

を支援 

・いじめ等の案件が報告

された場合の迅速な対応

に努めた。 

・重大事態は無かった。 

・保護者からの相談には

最優先で対応した。 

 

 ３ 

・学校への指導と支援体制

は整っている。 

・対応は個別案件毎であ

り、いじめをうけた者に寄

り添いながら対応する。 

・教師として人を導く力、気迫の問題であり、教師集団

の日常茶飯事において、人としての尊厳を守ることにつ

いて、一寸たりとも揺るがない毅然とした姿勢が求めら

れていると感じる。 

・いじめが多様化しているなかでの対応は難しいと思う

が、がんばってもらっている。 

 

事業名：コミュニティスクールの推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・学校運営協議会の定例開

催と実働支援組織の展開を

行う     

・学校運営基本方針への反

映 

・事業を展開し所期の目的

の達成と継続 

・学校運営協議会の開催

は定期的に行われた。進

捗については更なる進展

を図る必要がある。 

・有田小 H31学校運営基

本方針は協議会で了承さ

れた。 

 

 

２ 

・有田小学校のみ指定を行

っているが、次年度は大山

小学校も指定する。 

・「地域とともにある学校

づくり」、「地域の核」とし

て進展が求められている。 

・地域創生にもつながり、特に有田小学校の各施設を拠

点とした活動を大いに期待している。 

・推移をしっかり見守りたい。 



 

事業名：有田小学校改築（解体）事業の推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・旧校舎解体方針と解体実

施設計書を完成させる  

・安全で、適正な解体工事

を実施する 

 

・解体実施設計書を完成

させた。 

・アスベスト対処工事が

必要となり繰越予算とし

て H31年度に施工する。 

 

３ 

  

・解体工事は、8ヶ月以上

の工期が必要となる。安全

対策を確実に行いながら

進展を図っていく。 

・順調な工事の進行を願っている。 

 

２ 生涯学習課 

 

 事業名：生涯学習センター前駐車場整備完了 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・契約工期内の完了 

・駐車場整備と併せて屋外

トイレの改修を行う 

駐車場整備工事（舗装、

外灯、植栽）、屋外トイレ

改修工事は、各請負業者

と連絡調整をとりながら

計画どおり事業を完了す

ることができた。 

４ 整備したことで、車で来ら

れる施設利用者のサービ

ス向上に繋がっている。 

スポーツ大会等の大きな

行事が重なると、駐車スペ

ースは十分ではない。 

・前よりもはるかに便利で利用しやすくなった。 

・大変便利になり、景観も広々として、今は芝桜が彩り

を添えていてきれいである。 

・いい場所で素晴らしい整備が出来た。 

 

 事業名：生涯教育につながる講座や教室の充実 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・スポーツの推進 

 小学校低学年を対象とし

たスポーツに親しむ機会を

つくる 

・各種講座や教室の開設 

新たな取組みとして、ス

ポーツ推進委員の協力に

より、小学 1～3年生を対

象に「子どもスポーツ教

室」を 3回開催した。 

４ 

 

子どもスポーツ教室は、少

人数の参加ではあったが、

子どもたちは楽しくスポ

ーツに親しんでいる。今後

は参加者増のために周知

・世代を超えたコミュニケーションが地域を作っていく

と思う。更なる充実を望む。 

・子どもも大人も有田のよさ・魅力を知る機会を多角的

に設けたい。 

・高齢者との世代間交流の機会を多様な形でつくってほ



こどもと高齢者が触れ合い

のできる機会をつくる 

アバンセと連携し、地域

の方々（高齢者等）の協

力により、子どもが学校

や家庭では味わえない昔

遊びや工作などの体験交

流として、「わくわく子ど

も横丁」を開催した。 

方法等工夫が必要。 

わくわく子ども横丁では、

来場者も多く、地域の方々

に昔遊びなどの運営を担

っていただき、来場の子ど

もたちと楽しく交流がで

きている。今後もアンケー

ト分析等により充実を図

る。 

しい。 

・昔遊びを教えられたらと思う。 

・上級生から下級生が遊びを学ぶような状況ではなくな

った現在では、こういうことも設定していくべきかなと

思う。 

 

 事業名：家庭教育の推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・家庭教育の充実につなが

る講演会等を開催する 

未就学児を子育て中の

保護者への家庭教育支

援として、「子育て講座」

を 5回開催した。 

３ 未就学児の保護者対象の

講座等は行っているが、

小・中学生の保護者対象の

講演会等は行っていない。

発達段階に応じた役割分

担など、学校教育課、子育

て支援課等との連携が必

要。 

・家庭教育の問題は大きな課題の一つである。できるだ

け積極的なアプローチを続けてほしい。 

・民生委員・児童委員・PTA などと連携して家庭教育支

援チームを作り、講演、個人の相談、家庭訪問などに取

り組みたい。 

 

 事業名：有田町放課後子ども総合プランの推進 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・関係機関と連携して子ど

もたちが安心して暮らせる

環境づくりを推進充実させ

る 

学校関係及び地域の

方々の協力により小学

校区単位での「放課後子

ども教室」4校を 11月

からではあるが開講す

ることができた。 

４ 放課後子ども教室を 11月

から（4ヶ月）運営したな

かでの問題点等を踏まえ、

事業の推進・充実を図る。 

・放課後ぶらぶらしている子を何かの方策で包み込むこ

とは大変重要なことである。 

・核家族・夫婦共働きが増える中、大変喜ばれるプラン

である。これからも充実してほしい。 



３ 文化財課 

 

 事業名：有田町歴史民俗資料館・有田陶磁美術館展示活動 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・5 月に「陶器市今昔」、8

月に「戦争と有田」のテー

マ展を実施する予定。 

・資料館で「幕末・明治の

万国博覧会」展（仮）の開

催 

・有田異人館で「わが家の

明治・わが先祖」展 

 

 今年度は明治維新 150

年事業の一環で、資料館

と美術館にて同時期に企

画展を開催した。特に、

美術館で企画展を開催す

るのは 10年ぶりで、入館

見込み数を美術館 2,000

人、資料館 1,000人と考

えていたが、どちらも大

幅に超える入館者（美術

館は 2,800人余、資料館

は 1,500人余）があった。

期間中の来館者からも好

評の声を頂いた。 

  

 

 

 

４ 

 今年度は明治維新 150

年事業により、例年以上に

展示に予算を掛けられた

ことも好評価に結び付い

た要因だと思われるが、予

算の限られる来年度以降

も、引き続きこの流れを持

続するための新たな工夫

が必要となる。 

・歴史を知れば、ふるさとが身近に感じられことは事実

のようである。息の長い取り組みをしてほしい。 

・資料館や美術館をもっと活用する方策はないか。テー

マを絞っての見学や学芸員の出前講座など、有田のよさ

魅力を他へアピールする基礎力を身につけさせたい。 

・小中学生が授業の一環で活用し学んでほしい。 

・町内の住民へのアピールも必要ではないか。 

 

 事業名：伝統的建造物等保存修理事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・保存計画に定める「修理

基準」に基づき、建物の外

観を有田内山の伝統的な様

式・姿に復原。予算の範囲

内で計画的な保存修理事業 

 

 平成３年から始めた保

存修理事業で、延べ 100

軒を超える建物などを修

理。地道で継続的な事業

展開で現在の町並みが維

持・形成できている。 

 

 

４ 

 

 空き家の老朽化に伴う

除却申請があった。老朽化

に至るまでに空き家を減

らす。所有者へ制度の再周

知も必要。 

・有田の伝統的建造物に国から補助金が出ていることは

大変ありがたいことである。 

・積極的に取り組んでもらいたい。 

・充実を期待する。 

 



 事業名：有田の大イチョウ関連事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・国庫補助の天然記念物再

生事業で現況調査やケーブ

リング等の実施。 

・史跡地の追加指定と買上

を行うため、直下の池田家

の移転を目指して、分筆測

量や家屋・土地等の鑑定業

務などを実施する予定。 

 大規模な樹木診断、ケ

ーブリングを実施し、当

面の安全確保ができた。

史跡地の追加指定申請、

買上げのための測量、鑑

定業務を実施できた。 

  

 

  

 ５ 

 平成 31年度の史跡買上

げ事業の執行を遅滞なく

実施すること。 

・順調な施行を願う。 

・葉っぱが黄色に色づき、秋の陶磁器祭の顔としてこれ

からも大事にしてほしい。 

 

 事業名：唐船城築城８００年記念事業 

 今年度の取り組み 自己評価 評価 課題の整理 外部評価者の意見 

・事務局として、記念事業

の推進。 

・歴史再発見や文化継承事

業を担当する部会の関連事

業を実施 

 29年度の 12月に実行

委員会を発足。まちづく

り課とともに事務局を担

当し、11月 3･4日のプレ

イベント、11日の式典と

無事完了した。文化財課

は「歴史再発見」事業を

立案する第 1部会を所管

し、説明板の設置、発掘

調査、『唐船山 三星鑑 –

唐船城・有田氏編』の刊

行、散策案内冊子の作成

など唐船城の周知に取り

組み、担当事業について

は滞りなく完了した。 

  

 

 

４ 

 

 今後の唐船城跡を教育

や観光をはじめ、どのよう

に有効に活用できるかが

課題となる。 

・何事も一過性のものではなく、できるだけ継続し、つ

なげていってこその事業である。 

・今回の事業で唐船城に関する資料はかなり整理された

と思う。郷土愛を育む視点から有田町の歴史の大きな流

れの中に唐船城を位置づけ、子どもたちのイメージがわ

くわく感で広がるようにしたい。 

・有田焼を含め、農業・商業・住民などの状況を知り、

有田の素晴らしさに感動するような勉強の出来る特別科

目ができないものだろうか。 

・なかなか難しいと思う。集客率は少ないのではないか。

屋外にｅスポーツ会場を設置したりとかメインを別にし

て、一緒にアピールしていく方法もある。 

 



月 日

8 3

教育委員会議の開催状況
資　料

127

・教育長会の報告
・議会の一般質問について
・学習状況調査の結果について
・準要保護認定について（１件）

・教育長職務代理者の指名
・準要保護認定について（３件）
・「平成２９年度教育委員会の点検・評価報告書」について
・「有田の教育」について
・校長会において校長へ指示したことについて

185

146

・教育大綱（素案）について
・管理職選考について
・町内各学校の状況について
・郡P単Pとの教育懇談会について
・夏季休業中の学校完全閉庁日の設定について
・学校訪問についての意見交換
・唐船城築城８００年記念事業の取り組みについて
・明治維新１５０年記念事業の有田における取り組みについて

6 14

＜総合教育会議＞
・新町長の教育にかける思い
・各委員より町長への意見
・教育大綱作成の方向性

・議会一般質問の内容について
・教職員の不祥事対応について
・今後の日程について確認
・教員採用試験合格者について
・市町教育委員会連合会役員組織について
・準要保護の認定について（２件）
・有田町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱について
・教育大綱（案）について

9 13

議題等

4 13

・文化財課・生涯学習課・学校教育課の課題と抱負について説明
・教育委員会の中で協議したい事項について
・準要保護認定について（１件）
・有田町選定保存技術　有田上絵の具製造の認定解除について
・平成２９年度中学校卒業生の進路について
・教育委員会事務局の異動、教職員の異動について

・平成３１年度使用小学校教科用図書の採択について

98

・中体連県大会・九州大会・全国大会について
・町内の教職員の状況について
・管理職選考について
・教育大綱（案）について
・準要保護の認定について（２件）



3 15
・入学式告辞（案）について
・３月議会一般質問について
・平成３１年度準要保護認定について

2 15

・人事異動の状況について
・１２月実施学習状況調査について
・教育委員会の点検・評価について
・卒業式告辞（案）について
・新年度予算の重点について
・教育委員の選任について

3 1 ・管理職付議（平成３１年度有田町立小中学校管理職配置）

・１２月定例議会の一般質問について
・教育長会の報告
・人事異動に関して
・各学校の職員の状況について
・今後の日程確認

1312

・管理職選考（三次）について
・人事異動関係について
・１２月学習状況調査の結果について
・卒業式・入学式の分担（案）について

111

・不登校の状況について
・応募指名制度について
・教職員人事異動の状況について
・管理職選考等について
・総合教育会議の内容や期日について
・有田中学校修学旅行先変更とアンケート結果について
・中学校部活動一斉休養日設定について

1110

・人事異動の変更点
・応募指名制の現状
・管理職選考の進み具合
・県教育長連合会研修会報告（働き方改革、熱中症対策、防災対策）
・町長への要望事項確認
・教職員の状況
・準要保護の認定について
・教育大綱の改定について

1511
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10

・有田中文化発表会

・叙勲祝賀会１６：００炎の博記念堂　今泉委員

・有田小学校運動会８：３０　全委員

・有田中町教委学校訪問８：３０　全委員

・有田小町教委学校訪問１０：２５　全委員

・町民体育大会８：００  猛暑のため中止

・曲川小学校運動会８：３０　

・県連役員現地研修会１０：００武雄市内　池田委員

6

7

・杵西・藤津地域地教委連絡協議会総会・研修会　池田、今泉、大串委員

・中部小・大山小学校運動会　全委員

・有田小学校すもう大会９：００石場相撲場　教育長、大串委員

5

・大山小学校町教委学校訪問１３：１５ 全委員

4

3
・小学校卒業式

・曲川小学校教育事務所学校訪問９：４０　全委員

・中学校卒業式

・なし

・成人式１４：００記念堂　全委員

・有田町体育協会表彰状授与式・県内一周駅伝結団式
                                      ９：００生涯学習センター大ホール　教育長、今泉委員、大串委員、岩崎委員

・有田中立志式９：００　今泉委員、大串委員　西有田中立志式　９：４０　教育長

・曲川小学校焼き物展 今泉委員、大串委員、教育長

2
・県内一周駅伝応援１０：３０東庁舎　　

・県内一周駅伝反省会１８：３０まるいしレストラン　教育長、大串委員

1

・西有田中文化発表会

・西有田中事務所訪問８：５０　全委員
11

・新年賀詞交歓会１６：００大有田焼会館　教育長、大串委員、岩崎委員

資　料

教育委員会議以外の開催状況（教育委員出席分）

・有田中部小学校西部教育事務所学校訪問８：３０　全委員

・町内中学校体育大会８：３０　全委員

内容

・教職員辞令交付式　１４：００～　生涯学習センター視聴覚室　　教育長、全委員

・町内中学校入学式　９：３０～　教育長、全委員

・町内小学校入学式　９：３０～　教育長、全委員

・佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議１４：３０グランデはがくれ　教育長、池田委員

・文教厚生常任委員（町議会議員５名）と教育委員の懇談会

・佐賀県市町教育委員会連合会定期総会14:00グランデはがくれ ３名参加

・奨学生選考委員会１７：００　学校教育課　　教育長、大串委員

・教科書採択協議会１７：００武雄総合庁舎　教育長、池田委員

・教科書採択協議会１４：００武雄総合庁舎　教育長、池田委員


